
医療のかかり方に関する
周知の取組について
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第３回 上手な医療のかかり方を広めるための懇談会
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救急医療のかかり方
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ONLINE QQ こどもの救急（日本小児科学会監修）

概要
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○ 生後１ヶ月から６歳までのお子さんを対象として、症状の程度によって、夜間や休日などの

診療時間外に医療機関を受診するかどうかの判断の目安を提示。

○ 小児科医の学術団体である公益社団法人日本小児科学会が監修 （平成16年１月より開始）

http://kodomo-qq.jp

症状の程度を選択

コンテンツの紹介
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（中略）

茨城県城里町

http://www.town.shirosato.lg.jp/page/page002981.html

【救急医療のかかり方をHP掲載】
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愛媛県新居浜市

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hoken/
【救急医療のかかり方をHP掲載】



東京都の補助金を活用した小児救急に関する普及啓発事業

東京都による医療保健政策区市町村包括補助事業（小児救急普及啓発事業）による補助を受け、
市区町村が小児救急に係る普及啓発事業を展開。

http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/shussan/syonigidebook.html

練馬区「小児救急医療のご案内」文京区「子どもの救急・急病ガイドブック」

https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/iryo/iryokikan/kyujitsu/ind
ex.html
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事業の概要

活用例



○ 昨年度、緊急度判定体系の普及ワーキンググループにおいて、緊急度判定支援ツールについて検討し、
本年５月に「Ｑ助（全国版救急受診アプリ）」の無料提供を開始した。

○ 住民が急な病気やけがをしたときに、医療機関を受診するタイミングや手段、利用できる医療機関及び
受診手段の情報を提供し、緊急度に応じた必要な対応を支援するもの。

・症状に応じて項目を選択すると、緊急度判定
の結果が表示(赤・黄・緑・白)
・大人43項目、小児32項目対応
・病院・診療所検索、タクシー検索が可能

普及・利用方法

• アプリについては、平成30年８月27日現在ダウンロード数
189,879件

• アプリの容量は２ＭＢ（軽い）
• 消防庁ＨＰ「Ｑ助」サイトで、スマホ版がダウンロード可能のほか、
Web版でも閲覧が可能

内容

Q助案内サイト
普及用チラシ
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○ Q助（全国版救急受診アプリ）の普及

第１回 上手な医療のかかり方を広めるための懇談会 参考
資料２平成30年10月５日



救急受診ガイド（消防庁）

概要

コンテンツの紹介

○ 病院に行った方がいいのか、行くならば、救急車を呼んだ方がいいか、自分で病院を
受診した方がいいかなど、急な病気やけがをしたときの判断の支援になるガイドを作成。

①まずはじめに確認すべき症状

②症状一覧から選択
③受診の必要性・緊急性が分か
るフローチャートに沿って回答

8

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/filedList9_6/kyukyu_guide.html



地域医療を守るための取組
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【地域医療を守る条例を制定しHP掲載】

山口県周南市

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/28/3544.html
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【尾道市地域医療を守る条例を制定しHP掲載】

広島県尾道市

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/19/15358.html
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【加賀市の地域医療を守る条例を制定しHP掲載】

石川県加賀市

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kenkoufukushi/tikiiryou/iryou_2.html
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【地域医療を守り・育てる住民活動をHP掲載】

宮崎県小林市

http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=131226183939
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【地域医療を育む住民活動をHP掲載】
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-
410/iryokaigosougoukakuho/tiikinoiryoutokaigowohagukumujyuuminkatudou.html

【シンポジウム
の開催結果を
まとめた啓発冊
子を活用して各
団体が啓発】

静岡県
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【医療と健康のまちづくり応援団行動計画を策定しHP掲載】

北海道稚内市

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/files/00010700/00010768/koudoukeikaku.pdf
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【 医療機関 】

様々な団体が主体的に、地域医療を守るための特色ある取組を展開している

夏休み医療探検講座を開催 医学生との交流の機会を創出 地域医療ドキュメンタリー番組を制作 出前講座などを実施

【 企 業 】 【大 学 】 【行 政 】
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【小山の地域医療を考える市民会議をHP掲載】

栃木県小山市

http://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/38/1468.html



【安芸太田町地域医療を守る会をHP掲載】
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【ツイッター掲載】

【ブログでも追随】

広島県安芸太田町

http://www.akiota.jp/kenko/page_000018.html
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【益田の医療を守る市民の会をHP掲載】 https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/174/246.html

島根県益田市
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【飯南町の医療を守り支援する会をHP掲載】

島根県飯南町

http://www.iinan.jp/information/news/438



かかりつけ医や相談ダイヤル
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【かかりつけ医についてHP掲載】

佐賀県唐津市

https://www.city.karatsu.lg.jp/hoken/hokeniryou/kakaritukei.html



健康保険組合連合会

概要

コンテンツの紹介

○ はしご受診やコンビニ受診、休日・夜間の受診を控えるよう呼びかけている。
○ ＃８０００や、かかりつけ医について周知をしている。

https://www.kenporen.com/health-insurance/kashikoi_kanjya/

２２



２３

大阪ガス健康保険組合

概要

コンテンツの紹介

http://www.og-kenpo.or.jp/contents/iryouhi/jyusin.html

○ はしご受診やコンビニ受診、休日・夜間の受診を控えるよう呼びかけている。
○ ＃８０００や、かかりつけ医について周知をしている。



一般の方に向けた医療情報
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コンテンツの紹介

WAM NET（独立行政法人 福祉医療機構）

概要
〇福祉・保健・医療サービスを利用したいときや、制度について知りたいときに必要になる
情報を提供。
○医療機能情報や、救急・夜間診療情報、地域窓口のリンクを一覧にして周知している。

２５

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/iryo/service/



日本耳鼻科咽喉科学会

概要
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○ 症状から耳鼻科の疾患を調べることができ、専門医のいる病院を地域別に検索可能。

○ 耳鼻咽喉科医の学術団体である一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が作成。

http://www.jibika.or.jp/citizens/index.html

症状を選択

コンテンツの紹介

地域を選択



日本泌尿器科学会

概要
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○ 症状から泌尿器科の疾患を調ベることができ、専門医のいる病院を地域別に検索可能。

○ 泌尿器科医の学術団体である一般社団法人日本泌尿器科学会が作成。

https://www.urol.or.jp/public/symptom/index.html

症状を選択

コンテンツの紹介

地域を選択



日本整形外科学会

概要
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○ 症状、受傷部位から疾患を検索することができ、専門医のいる病院を地域別に検索可能。

○ 整形外科医の学術団体である公益社団法人日本整形外科学会が作成。

https://www.joa.or.jp/public/index.html

症状を選択

コンテンツの紹介

地域を選択



日本精神神経学会

概要
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○ 「精神科医療機関受診についてQ＆A」で精神科病院のかかり方を提示。

○ 精神科医の学術団体である公益社団法人日本精神神経学会が作成。

https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=2

コンテンツの紹介



妊婦や子どもに向けた医療情報
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Babyプラス（日本産科婦人科学会監修）

概要

コンテンツの紹介
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○ 妊婦さんを対象として、妊娠初期、妊娠中期、妊娠後期、出産時に知りたい情報を分かりやすく

アプリで提供。産婦人科医が、妊娠中によくある体調の変化への対応方法を解説。

○ 産婦人科医の学術集団である公益社団法人日本産科婦人科学会が監修。

http://www.jsog.or.jp/modules/babyplus/index.php?content_id=1



赤ママWEB（株式会社赤ちゃんとママ社）

概要

設立時期：1965年 所在地：東京都

○ 乳幼児の病気・症状一覧において、特徴的な症状や、受診のタイミング、ホームケア
について参考となる情報を掲載。

コンテンツの紹介

http://www.akamama.co.jp/company-information/profile
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2012年NPO法人化 活動拠点：東京都

○「防げる病気は予防する」ために、親に向けて、ホームページ、リーフレット、書籍、アプリ
などで、 VPDやワクチンについての解説、予防接種のスケジュールなどの情報を提供。
2018年からは大人のVPD・ワクチン情報を発信。

３３

KNOW！VPD！（NPO法人 VPDを知って、子どもを守ろうの会）

概要

コンテンツの紹介

http://www.know-vpd.jp/ask/



NPO法人 アレルギーを考える母の会

概要

コンテンツの紹介

2008年NPO法人化
○アレルギー疾患を抱える子どもをもつ母親に向けて、アレルギー関連の適切な医療情報を提供。

〇相談活動や講演活動も行っている。

http://hahanokai.org/?page_id=82

３４



乳児検診等における取組
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群馬県前橋市における情報提供

概要
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○乳幼児健診や全戸訪問の際などに、群馬県が作成したパンフレット等を用い、小児医

療のかかり方や#8000の周知を実施。

コンテンツの紹介

○乳幼児健診や全戸訪問の際に群馬県作成のパンフレット「子どもの救急ってどんなとき？」を配付

○出生後、予防接種等の情報を案内する際に名刺
サイズの＃８０００のチラシを封入

○前橋市独自で作成の母子手帳の別冊資料や子育
てガイドブックに夜間救急についての情報を掲載 ○幼児健診や健康相談・教室で＃８０００等の情報提供を実施

http://www.pref.gunma.jp/03/d1010006.html



（参考）群馬県における#8000の認知度向上と実績

#8000の認知度
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#8000実績（平成30年３月末日現在）

調査年度 H21 H24 H25 H26 H29
調査者 群馬県医務課 群馬県広報課 群馬県少子化対策・青

少年課
群馬県小児科医会 群馬県渋川保健福祉

事務所

調査対象 子育て中の保護者 中学生までの子どもが
いる家庭

子育て中の保護者 15歳未満の受診者の
保護者

保育園利用者

回答者数 170 229 1,829 861 186
認知度 44.1% 74.2% 75.9% 79.8% 88.7%
利用経験者割合（分母：回答者） 15.3% 14.4% - 45.9% 61.3%


